
競技結果／第32回ボウリング競技

男子個人戦 決勝進出者 女子個人戦 決勝進出者

順位 名前 スコア

1 奥井 健太 1103

2 小能 聖翔 1090

3 中村 洋三 1074

4 東 博雄 1065

5 小松 博臣 1049

6 和田 恭介 1046

7 柴山 直三 1042

8 戸羽 康之 1032

9 國分 金寿 1032

10 根間 豊彦 1031

11 上野 勝己 1024

12 伊藤 直道 1018

順位 名前 スコア

13 菊池 武志 1016

14 小林 雅彦 997

15 土屋 勇 995

16 坂本 圭 994

17 田島 修 987

18 弘田 保夫 984

19 越智 龍彦 980

20 細川 賢治 979

21 松尾 卓美 977

22 佐々木 秀之 977

23 藤岡 宏明 974

24 徳永 光重 966

順位 名前 スコア

1 奥井 淳子 1028

2 金城 祥子 1019

3 高山 薫 1019

4 高岡 由佳 988

5 曾田 菜穂美 988

6 北川 晴子 988

7 村野 美幸 976

8 吉原 和子 974

9 櫻庭 まどか 963

10 國分 基子 927

11 笠木 るみ子 921

12 掛井 孝子 915



男子団体戦 前半戦 女子団体戦 前半戦

順位 名前 スコア

1 福島県 2105

2 東京都 2078

3 宮城県 2033

4 福岡県 2016

5 神奈川県 1953

6 愛知県 1925

7 広島県 1918

8 山口県 1903

9 富山県 1828

10 新潟県 1822

11 滋賀県 1815

12 北海道 1802

順位 名前 スコア

1 神奈川県 1424

2 広島県 1387

3 奈良県 1336

4 東京都 1323

5 千葉県 1304

6 島根県 1267

7 北海道 1238

8 大阪府 1236

9 福岡県 1221

10 愛知県 1217

11 福島県 1207

12 京都府 1175



男子団体戦 女子団体戦【男子個人戦】９Ｇ総合得点

【女子個人戦】９Ｇ総合得点

順 位 所属 名前 スコア

優 勝 宮城県 東 博雄 1715

準優勝 神奈川県 小松 博臣 1715

第３位 宮城県 和田 恭介 1695

第４位 鳥取県 中村 洋三 1688

第５位 大阪府 上野 勝己 1651

第６位 宮城県 戸羽 康之 1625

順 位 所属 名前 スコア

優 勝 東京都 金城 祥子 1649

準優勝 京都府 高岡 由佳 1580

第３位 奈良県 奥井 淳子 1553

第４位 静岡県 北川 晴子 1536

第５位 大阪府 高山 薫 1512

第６位 北海道 櫻庭 まどか 1488

順位 所属 名前 トータル

優 勝 福島県

國分 金寿

4439
菊池 武志

中村 真治

吉田 正勝

準優勝 愛知県

曾田 拓也

4331
谷口 英二

小林 義尚

高村 弘幸

第３位 東京都

石井 和一

4245
五十嵐 義徳

長澤 貴志

浦田 雅斗

順位 所属 名前 スコア

優 勝 奈良県

奥井 奈保美

3077友澤 朋子

奥井 淳子

準優勝 千葉県

中島 深雪

2972栗山 美和子

笹木 るみ子

第３位 神奈川県

村野 美幸

2931山元 久子

浅水 典子

ハイゲーム 宮城県 和田 恭介 231

ハイシリーズ 鳥取県 中村 洋三 584

【男子個人戦】個人賞

（女子個人戦】個人賞

ハイゲーム 大阪府 高山 薫 223

ハイシリーズ 奈良県 奥井 淳子 567


